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1．産業構造審議会 知的財産分科会において、他人の氏名を含む商標の登録要件緩

和が検討対象に〔城戸 賢仁〕 

2．イベント割が開始〔緒方 航〕 

――――――――――  Column  ―――――――――― 

① 「日本のアート産業に関する市場レポート 2021」〔髙橋 悠〕

② 京都の文化と法 （1） ～古都保存法など～〔横山 経通〕

MHM Culture & Arts Journal では、今月も、文化芸術活動に関連する様々なリーガル

ニュース、裁判例、コラム等を皆さまのもとにお届けします。文化芸術活動に関心や接

点を有する皆さまの気付きやアイデアの端緒・きっかけとなれば幸いに存じます。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Lawyer’s Pick  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

1．産業構造審議会 知的財産分科会において、他人の氏名を含む商標

の登録要件緩和が検討対象に

2022 年 9 月 29 日に開催された、産業構造審議会 知的財産分科会 第 9 回商標制

度小委員会（以下「本委員会」といいます。）において「他人の氏名を含む商標の登

録要件緩和について」が議題となりました1。 

現行制度においては、「他人の氏名」を含む商標は、当該他人の承諾がなければ登

録できないこととなっており（商標法 4 条 1 項 8 号）、商標審査の実務では、出願商

標に含まれる氏名について、一般的な検索サイト等によりその使用状況を調査した上

で、当該氏名が他人の氏名を表すものと認められ、かつ、当該他人が現存することが

推認できる場合（審査時において、当該他人への連絡先が一般に公開されている場合）

は、登録が拒絶されています2。そして、このような現状に対しては、創業者やデザ

1 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/t_mark_paper09new.ht
ml 
2 近時、審査において拒絶された事例として、「ヨウジヤマモト」（商標 2019-23948）、「ジュン アシダ」

（商標 2020-160280）等があります。 

森・濱田松本法律事務所 文化芸術 PG 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/t_mark_paper09new.html
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/t_mark_paper09new.html
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イナーの氏名をブランド名として採用する傾向があるファッション業界等を中心に、

氏名からなるブランドの商標としての保護に欠けるといった指摘や、世界的に展開す

るデザイナーズブランドが日本においてのみ商標を登録できないといった指摘があ

ります。 

上記問題に対して、本委員会の配布資料（以下「本資料」といいます。）3では、「他

人の｢氏名｣に一定の知名度の要件を課す方向での法改正…を検討すべきではないか」

とされており、同時に、当該検討に当たっての留意点として、以下の 4 つが示されて

います。 

 

① 求める知名度の程度4及び知名度の判断基準となる需要者の範囲5 

② 知名度要件が採用された場合に生じ得る課題6 

③ 関連する規定7の見直し 

④ （法改正による検討を前提とする）審査運用の見直し8 

 

本委員会の検討が法改正に結実し、デザイナー・クリエイター・ファッションブラ

ンド等の保護が適切に図られることが期待されます。 

（城戸 賢仁） 

 

2．イベント割が開始 

経済産業省は、2022 年 10 月、イベント需要喚起事業（いわゆるイベント割事業）

の詳細について公表しました9。これは、一定のイベントについてはチケット代の 20%

相当額かつ 2,000 円を上限として割引を行うもので、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大により影響を受けたイベントを対象として、消費者に給付金を給付することで、

イベント業界全体の需要喚起及び「新しい生活様式」に適用した事業活動の推進と定

着を図ることが目的とされています（イベント需要喚起事業（イベント割事業）給付

金給付規程 2 条）。法的な仕組みとしては、①イベントを主催しようとする事業者が、

主催者及びイベントの登録を受けることにより、別途登録を受けたチケット販売事業

者にチケットの販売を依頼し（自らチケットを販売することも可能です。）、通常価格

のチケット代金を収受できる一方で、②登録チケット販売事業者は、給付金の給付対

 
3 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_pape
r09new/03.pdf 
4 本資料では、「著名」・「需要者の間に広く認識されている」が提案されています。 
5 本資料では、指定商品・役務の需要者に厳密に限定せず、指定商品・役務を中心として、ある程度幅

をもった需要者を対象とすることが提案されています。 
6 本資料では、商標に含まれる氏名と無関係な者による出願等の 5 つの課題が挙げられています。 
7 本資料では、自己の氏名を普通に用いられる方法で使用する場合の商標権侵害を否定する商標法 26

条 1 項等が挙げられていますが、いずれも、見直しが必要とはいえない又は必要性は低いとされていま

す。 
8 本資料では、（法改正の検討を前提としつつ、）商標法 4 条 1 項 8 号の「他人の氏名を含む商標」の範

囲を制限的に解したマツモトキヨシ音商標事件判決（知財公判令和 3 年 8 月 30 日）を踏まえた、現行

制度下での審査運用のタイミング及び要否についても検討することが提案されています。 
9 https://wakuwari.go.jp/index.html  

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/95239.html
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper09new/03.pdf
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/t_mark_paper09new/03.pdf
https://wakuwari.go.jp/index.html
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象者である消費者（給付の対象者はあくまでも消費者であって、チケット販売事業者

やイベントの主催者ではありません。）に代わって給付金を代理受領し、③チケット

販売事業者は、「割引」等の方法により消費者に対して給付金相当額の便益を提供す

ることにより消費者に対して取得する債権と、イベント実施後に代理受領した給付金

の支債務を精算（相殺）するというものです。 

なお、この給付金は、贈与契約に基づくものとされており（同規程 10 条 1 項）、

個人である消費者側においては、一時所得として課税対象となります。また、チケッ

ト販売事業者等たる法人について、受取給付金の収益計上は、上記登録審査の完了後

の実際に給付金が支払われた日の属する事業年度となります。 

このキャンペーンの期間は、2022 年 10 月 11 日から 2023 年 1 月 31 日までと予

定されています。 

（緒方 航） 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column ① ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

「日本のアート産業に関する市場レポート 2021」 

アート市場は株式市場などと比べて情報の公開が進んでおらず、その実態を把握

するのは容易ではありませんが、日本のアート市場について参考になる調査として、

文化庁と一般社団法人アート東京の主催する「日本のアート産業に関する市場レ

ポート」10が存在します（なお、全世界のアート市場については、Art Baselと UBS

が毎年公表している「The Art Market」11が参考になります。）。 

同レポートは、インターネットアンケートを通じて日本のアート産業の市場規模

に関する推計等をまとめたもので、2016年版以降毎年公表されていますが、直近で

は、「日本のアート産業に関する市場レポート 2021」（「本レポート」）12が公表され

ており、非常に示唆に富む内容となっています。 

本レポートによれば、2021年のジャンル別市場規模において、現代美術の占める

割合は 394億円にのぼっており、洋画（406億円）、日本画（369億円）に肩を並べ

る市場に成長していることがうかがわれます。美術品の購入チャンネルについては、

国内の画廊・ギャラリーは好調である一方（市場規模 857億円）で、百貨店は減少

トレンドにある（507 億円）こと、また、コロナ禍の中での調査にかかわらずイン

ターネットでの販売が伸び悩んでいることが指摘されています。本レポートにおい

ても、海外アートマーケットにおいては「どのギャラリーで購入するか」という点

が作品購入時の考慮要素となることが指摘されていますが、日本のアート市場にお

 
10 https://artmarket.report/ 
11 https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market 
12 https://artmarket.report/2021 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/17526.html
https://artmarket.report/
https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market
https://artmarket.report/2021
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いても、ギャラリーがさらに存在感を増していくか、それとも百貨店の相対的な苦

境はコロナ禍における一過性の現象であるか、予断を許しません。 

また、アートの投資性資産としての側面に着目し、アート市場の状況を把握でき

る指数として、試作版アート指数という考え方を提案しているのも、本レポートの

特色となっています。試作版アート指数の算出方法などの詳細は本レポートを参照

いただければと思いますが、本レポートによれば、特に Contemporary Art の試作

版アート指数は株価指数と強い相関が認められることや、アート市場は金融市場に

遅行して推移する傾向にあることが指摘されています。本レポートの調査結果にも

あるとおり、3年間で 100万円以上の美術品を購入する高額購入者に限っても、美

術品購入の目的として「投資・運用」を挙げる回答者は比較的少数にとどまってい

ますが、本レポートの提案するアート指数のような考え方が定着すれば、日本にお

いてもアートを投資対象として捉える傾向がより強まっていくかもしれません。 

なお、日本のアート産業に関する市場調査は、文化庁の「次代の文化を創造する

新進芸術家育成事業」として行われてきましたが、令和 4年度において当該調査は

育成事業に採択されていないようです13。透明性の向上は日本のアート市場の発展

にとって重要な要素のように思われるところ、今後も、同レポートと同種の調査が

継続して実施され、有益な情報が公開されることを願っています。 

（髙橋 悠） 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  Column ② ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

“京都の文化と法 (1)” 

～古都保存法など～ 

筆者は、京都で生まれ育った。浄土宗総本山知恩院の開設した幼稚園に通い、征

夷大将軍坂上田村麻呂を祀った将軍塚にもよく登った。繁華街へ出かけるときには、

江戸時代の思想家高山彦九郎の像を見ながら、東海道の終点であり安藤広重にも描

かれた三条大橋を渡り、角倉了以の開いた高瀬川（森鷗外の高瀬舟の舞台でもある）

を過ぎて、池田屋事件の池田屋跡を通って行った。 

桓武天皇により京都に遷都されたのは、鳴くようぐいす平安京の 794 年である。

平安建都 1100 年を記念して、建てられたのが平安神宮であり、平安京の大内裏を

再現したものである。平安神宮の北東数百メートルの距離にあるのが、黒谷金戒光

明寺。京都守護職を務めた会津藩主松平容保が本陣とし、新撰組と謁見した場所で

ある。知恩院も黒谷も開祖は、法然上人であるが、いざというとき軍事施設として

使用できるように徳川家康が改修したとのことである。 

平安神宮から南に数百メートルに知恩院があり、円山公園、八坂神社へと続いて

 
13 https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/ikusei/pdf/93762601_01.pdf 

https://www.mhmjapan.com/ja/people/staff/14273.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/shinshin/ikusei/pdf/93762601_01.pdf
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いる。京都市内には、子供が遊べる公園は少なかったので、観光客を尻目に円山公

園で遊んでいた。知恩院の除夜の鐘を聞きながら、八坂神社へおけら火をもらいに

行き、それで白味噌のお雑煮を焚き、初詣に出かけるのが京都の正月であった。八

坂神社は、「祇園さん」であり、祇園祭は、八坂神社のお祭りである。 

八坂神社の南には、北政所が建立した高台寺があり、新撰組と袂を分かった伊東

甲子太郎がその月真院に屯所を置いた。近隣には、坂本龍馬の墓所もある。さらに、

八坂の塔と呼ばれる法観寺の五重塔を経て、清水寺に到着する。清水寺を建立した

のも坂上田村麻呂と伝わっている。清水寺のそばには、旧清水小学校を改築したホ

テル青龍があり、屋上で八坂の塔を眺めながら、お酒を楽しめるとのことである。

ちなみに、平安京の東を司るのが青龍である。南が朱雀、西が白虎、北が玄武であ

り、映画「鴨川ホルモー」でも、サークル名として使われていた。 

清水寺から坂を下って少し南に行ったところに、後白河法皇が院政を行った法住

寺がある。その隣に三十三間堂があり、成人の日に通し矢が行われる。そこから北

上すると、豊臣秀吉を祀った豊国神社があり、その隣には、国家安康君臣豊楽の鐘

銘が大坂の陣の原因となった方広寺がある。方広寺には、かつて大仏があり、何度

か再建されたが、1973 年に焼失したとのことであり、筆者も見たことはなく、「京

の大仏さん」というわらべ歌で知るのみである。その数百メートル北西には、牛若

丸と弁慶が出会ったという五条大橋があり、橋のたもとには少しデフォルメされた

像がある。すぐ東には、空也上人が開いた六波羅蜜寺がある。平清盛が栄華を極め

た六波羅館もこのあたりにあったということであり、大河ドラマ「鎌倉殿の 13人」

の京都パートの初期は、この辺りで動いていたことになる。承久の乱後には、六波

羅探題がおかれたが、後に足利尊氏に滅ぼされた。北に歩くと、栄西が開いた臨済

宗大本山建仁寺があり、俵屋宗達の国宝風神雷神図がある。近隣には、大石内蔵助

が通った一力亭もあり、毎年 3月 20日に大石忌が営まれている。 

四条大橋から鴨川沿いを北上すると三条大橋に到達する。鴨川には、カップルが

測ったように等間隔で並んで座っており、昔は、川端通の地上を走っていた京阪電

車からその光景が見えたものである。夏には、川床が作られる。貴船の川床は、「か

わどこ」と読むが、鴨川の川床は、「ゆか」と読む。四条通と三条通の丁度中間く

らいに新橋通があり、お茶屋さんが並んでいる。京都らしい町並みの風景が撮影で

きるので、京都が舞台の刑事ドラマ等のロケもよく行われていた。カーナビの CM

でジャン・アレジがフェラーリで疾走していたのもここである。松田聖子のポッ

キーの CMというのもあった。 

東山界隈を一周するだけでも、このような感じであり、平安時代から幕末に至る

までの歴史が凝縮されているが、このような歴史的風土を保護するために制定され

たのが、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（古都保存法）である。 

古都保存法では、国土交通大臣は、歴史的風土を保存するために必要な土地の区

域を「歴史的風土保存区域」として指定できる。歴史的風土保存区域内では、次の

ような行為を行う場合、あらかじめ知事（政令市長）への届出が必要となる。 
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(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、(2)宅地の造成、土地の開墾そ

の他の土地の形質の変更、(3)木竹の伐採、(4)土石類の採取、(5)水面の埋め立て

又は干拓、(6)屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積 

さらに、歴史的風土保存区域内の特に枢要な地域について、知事（政令市長）は、

「歴史的風土特別保存地区」を定めることができ、「歴史的風土特別保存地区」内

では、上記の行為に加え、建築物その他工作物の色彩の変更、屋外広告物の表示又

は掲出に許可が必要となる。歴史的風土特別保存地区内において、許可を受けるこ

とができないため、土地の利用に著しい支障を生じた場合には、自治体に対して土

地の時価での買入れを求めることができるとされている。 

他にも、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり

法）、景観法、都市計画法、文化財保護法、京都市伝統的建造物群保存地区条例、

京都市風致地区条例、京都市京町家の保全及び継承に関する条例、京都市市街地景

観整備条例等があり、これらの法令にも支えられながら、京都の歴史と文化が保た

れている。京都の歴史と文化にご関心のある方は、筆者まで、ぜひご一報いただき

たい。 

（横山 経通） 

 

【編集後記】 

 秋は文化・芸術のシーズンです。「芸術の秋」という言葉は、1918 年発刊の文芸雑誌

『新潮』において「美術の秋」という表現が用いられたことに由来する、というのが

定説のようです。『新潮』の最新号（2022 年 11 月号）では、2052 年に移民国家となっ

た日本の近未来を描いた新潮新人賞受賞作（黒川卓希「世界地図、傾く」）や、地球環

境の急変、テクノロジーの急進の中での「数百年先の未来を見据えた世界像」をテー

マとした対談「複数のゲームを生きる」が目玉として掲載されています。このように

文化芸術は、新しい事象や未来の様相への感度が発揮される機会や場としての意義を

有しますが、その一方で伝統的な価値の保護も使命としています。 

 本号のコラム①は、日本のアート産業に関する市場の調査結果の紹介であり、海外と

の比較において日本のアートの今後の動向を示唆するものといえ、コラム②は、京都

の伝統的な文化の保存のあり方を示唆するものといえます。振れ幅が大きく多様性の

ある文化芸術という分野ならではのラインアップになりました。読者の皆さまも、そ

れぞれの関心に応じて知見を深めていただければと思います。 

 森・濱田松本法律事務所文化芸術 PG では、皆さまのご意見等をお待ちしております。

CULTURE & ARTS BULLETIN / MHM Culture & Arts Journal への掲載内容へのご質問

のほか、誌面への感想、取り上げてもらいたいテーマ等のご要望も大歓迎です。今後

ともよろしくお願いいたします。 

（編集担当：小田 大輔、城戸 賢仁） 
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